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学校法人西南学院 エクステンション課 行　FAX.092－823－3172
「西南コミュニティーカレッジ」お申し込みのご案内

1  受講のお申し込み 2  受講料のお支払い

西南コミュニティーカレッジ 受講申込書

住　　　　 所

フ リ ガ ナ

学生の場合は✓を → □高校生（　　　　　　　     ）高等学校、大学生（ 本学 ・ 他大学 ） □大学院（ 本学 ・ 他大学 ）
）　　　　　　　　　　　　　　　　　（。いさだくてし入記を号番学在は合場の生院学大・生学学本

 　　　　　　　　　　　　　　　　（。いさだくてし入記をどな署部・部学・校学、は方るいてれさ務勤に院学南西   ）

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】

〒

氏　　　　 名 ［性 別］　男  ・  女　　［年 齢］　　　　　 歳

電 話 番 号

E メ ー ル @

1. あ  る　　　　　　　　2. 今回が初めて

＊この用紙に記入の上、郵送またはFAXでお申し込みください。

＊申込受付確認の連絡はいたしませんので、ご了承ください。　＊お申し込みは先着順に受け付け、順次、「受講手続のご案内・払込取扱票」を送付いたします。
＊受講料納入後の受講受付完了の連絡はいたしておりませんのでご了承ください。
＊いずれも定員に達し次第締め切りといたします。なお、申込者が5名に満たない場合は開講しない場合があります。
＊都合により、開催内容や講師の一部、会場を変更する場合があります。　＊講座の運営に支障を来す行為をされた方は、ご退席いただく場合がございます。 

今の世界経済をどうみるか

西南学院大学の公開講座
「西南コミュニティーカレッジ」のご案内

各国経済をどう比較するか

地域貿易協定をどうみるか

今、アメリカ経済は

世界の食糧問題をどうみるか

世界のエネルギー情勢をどうみるか

今、ドイツ経済は

今、ロシア経済は

今、中国経済は

今、アジア経済は

経済学部国際経済学科
教授　三宅 伸治

経済学部国際経済学科
准教授　亀井 慶太

経済学部国際経済学科
教授　立石 剛

経済学部国際経済学科
教授　本間 正義

経済学部国際経済学科
教授　河村 朗

経済学部国際経済学科
教授　尹 春志

経済学部国際経済学科
教授　上垣 彰

経済学部国際経済学科
教授　村岡 伸秋

経済学部国際経済学科
教授　東 茂樹

マクロ経済学、経済成長論

国際貿易、経済学

国際経済論、アメリカ経済論
国際収支不均衡とグローバル生産システム

農業経済学
農業政策の国際政治経済分析

中東経済、エネルギー
湾岸産油国と日本の間のエネルギー貿易動向に
関する研究、原油価格下落とOPECの石油政策

世界経済論、東アジア経済、中東欧経済、地域統合
国際投資協定と開発政策空間の関係
地域経済統合の比較

ロシア経済、ルーマニア経済、比較経済体制
ロシアの世界経済との統合に関する総合的研究
ロシア連邦の国際経済関係、
ロシア・東欧の市場経済化の比較研究

中国経済論
改革・開放以後の中国経済の諸相

アジア経済
東南アジア地域研究

https://www.seinan-gu.ac.jp/extension/extension_form.php

https://www.seinan-gu.ac.jp/
extension/extension_form.php

受講申込時にお預かりした上記の個人情報は当講座の実施・運営ならびに次回の講座や本学主催の講演会などのご案内に使わせていただき、他の目的には使用いたしません。
なお、個人情報は紙および電子データで保存し「西南学院個人情報保護規程」に則って、第三者への無断提供、紛失、遺漏、改ざんなどが無いよう、適切に管理いたします。

個人情報の
お取り扱いについて

✓

1. 今の世界経済をどうみるか

西洋写本学入門

西洋近代美術にあらわれた「聖なるもの」

関係の病としてのおとなの発達障碍

はじめての教会音楽

English Book Club

急がば回れ、英語の基本

文章講座
「短編を書く」

死生学入門
－「確率100％」にどう考え備えるか－

認知行動療法をめぐって
～自分の気持ちを整理するために～

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

「記録」の中の福岡・博多

世界音楽紀行PART４

ジャーナリズム概論
～われらローカル放送局－視線は地べたに 志は高く～

めくるめく「猫」の世界

今、知りたい科学の話・アラカルト

「健口」第一
～若 し々い顔と声・カラダ・ココロづくり～

目指せ！身体も心も軽くなる薬膳ヘルシーライフ

世界は思ったよりもず～っと広い。とっておきのオトナの旅教室

こころと身体のためのヨーガ Part 1

こころと身体のためのヨーガ Part 2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

職　　　　　　　
　

業

これまでに本学の講座を
受講されたことがありますか？

今回の講座を知ったきっかけは
何ですか？

今後、希望される講座が
ありましたらご記入ください

1.  本学からの案内　 　2 . 本学のホームページ　　　　　　　3 . 新聞
4 . チラシ（設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 5 .  福岡市政だより
6 . ファンファン福岡　  7.  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

WEBからの
お申込みは 西南学院大学　生涯学習 検索

西南学院大学　生涯学習 検索

9月27日（木）

10月4日（木）

10月11日（木）

10月18日（木）

10月25日（木）

11月1日（木）

11月8日（木）

11月15日（木）

11月22日（木）

●
●
●
●
●
●

講座責任者
場所
開講期間・時間
応募期限
受講対象者・定員
受講料

経済学部長　立石 剛
西南コミュニティーセンター1階ホール
9月27日（木）～11月22日（木）・18：30～20：00
9月13日（木）必着
一般・150名
一般4,000円　高校生2,000円（共に全9回合計）

（講座コード：180201）

講 座 名 ＊希望講座に□印をつけてください。

1

講義テーマ開催日 講師 研究分野・テーマ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

西南コミュニティーカレッジ
西南学院大学　公開講座

　トランプ政権のもと内向化がすすむアメリカ経済、一帯一路政策等でア
ジアおよび世界全般に影響力を高めている中国経済、移民問題や財政問
題で結束が揺らぐ欧州経済、そしてエネルギー動向に大きく影響されるロシ
ア経済など、世界経済の今を私たちはどうみたらよいのでしょうか。国際比
較統計、地域貿易協定、食糧問題、エネルギー問題など世界経済を分析す
る視点を基礎にしつつ、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、そしてアジアの経済
情勢について、西南学院大学経済学部のスタッフが平易に解説します。

　西南学院大学の知的財産等を広く社会に還元するために開講している公開講座、それが「西南コミュニティーカレッジ」です。
西南学院大学のキャンパス内にある西南コミュニティーセンターを中心に、年間約40講座を開設しています。
　「西南コミュニティーカレッジ」では、あらゆる世代の方々に“学びの場”を提供するために、次のような講座を開講しています。

【学部等提供講座】
本学の教育・研究等の知的資源を広く社会に還元することを目指して、学部および学内の諸機関が提供する講座です。

【リカレント講座】
社会人の方々が再び教育の場で最新の知識や技術を習得し、仕事や社会活動に活用していただくための講座です。

【教養講座】
本学の建学の精神に関わるキリスト教から、哲学・心理、語学・文学、歴史・文化・芸術、政治・経済・社会、自然・科学、
健康・福祉と幅広いジャンルから提供する講座です。

【連携講座】
R60倶楽部（※福岡市による支援事業）などと連携して提供する講座です。

このパンフレットの受講申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXで
お申し込みください。なお、WEBからのお申し込みが便利です。

お申し込みは、先着順に受付け、順次、「受講手続のご案内・払込取扱票」を
お送りいたします。
①同封の払込取扱票に住所・氏名をご記入のうえ、郵便局よりお振り込みくだ
さい。（※口座振替はご遠慮ください。振込手数料はご負担願います。）

②入金後、本学からは入金確認の通知はいたしませんので、開講時まで「受領
証」を保管してください。受講料入金をもって、受講手続き完了とさせていた
だきます。（※入金後のキャンセルにつきましては、原則、返金いたしません
のでご了承ください。）

③開講日までに受講料のお振り込みがない場合は、「受講取消」とさせていた
だきます。

02．リカレント講座
　　   4． 関係の病としてのおとなの発達障碍
　

03．教養講座
キリスト教・哲学・心理
　　   5． はじめての教会音楽
　　   6． 死生学入門 －「確率100％」にどう考え備えるか－
　　   7． 認知行動療法をめぐって ～自分の気持ちを整理するために～

語学・文学
　　   8． English Book Club
　　   9． 急がば回れ、英語の基本
　　 10． 文章講座 「短編を書く」

歴史・文化・芸術
　　 11． 「記録」の中の福岡・博多
　　 12． 世界音楽紀行PART４

政治・経済・社会
　　 13． ジャーナリズム概論 ～われらローカル放送局－視線は地べたに 志は高く～

自然・科学
　　 14． めくるめく「猫」の世界
　　 15． 今、知りたい科学の話・アラカルト

健康・福祉
　　 16． 「健口」第一 ～若 し々い顔と声・カラダ・ココロづくり～
　　 17． こころと身体のためのヨーガ　Part1
　　 18． こころと身体のためのヨーガ　Part2

04．連携講座
［西南学院オトナ塾×R60倶楽部連携］
　　 19． 目指せ！身体も心も軽くなる薬膳ヘルシーライフ
　　 20． 世界は思ったよりもず～っと広い。とっておきのオトナの旅教室

後期2018（平成30）年度

1. 今の世界経済をどうみるか 2. 西洋写本学入門 3. 西洋近代美術にあらわれた「聖なるもの」

01．学部等提供講座

01．学部等提供講座

［経済学部提供］

［経済学部提供］

［大学博物館提供］

言語教育
センター

Center for
Language Education

西南コミュニティー
センター

Seinan Community Center

至 地下鉄西新駅
3番出口

至 脇山口交差点
地下鉄西新駅1番出口

講座受講者用の
駐車場はございません。
公共の交通機関を
ご利用ください。

アクセスマップ

WEBからのお申込み

アクセスマップ


